夢

市長任期を振り返って

神谷 がく

本市の目指す都市像を
「健幸都市」
とし、
すべての 市民満足度：９割を超える市民から「満足」との評価
■住みやすい ■どちらかといえば住みやすい
市民の「健やか幸せ」
な生活実現に向けた各種施策 安城市民
■どちらかといえば住みにくい ■住みにくい
■無回答
の充実を図ってまいりました。中心市街地拠点施設 アンケート
100%
「アンフォーレ」
本館は、
年100万人を超す入館者でに
6.7
7.2
7.2
8.0
11.4
ぎわいを見せ、老朽化が進んだスポーツ施設や文化
施設の改修により利便性を高めました。
さらに、市内
38.7
40.0
42.0
47.1
各地での土地区画整理事業、工業用地造成そして幹
50.2
線道路の築造を進めたことで、新たな土地利用によ
る民間企業の投資が活発になってまいりました。
こうした企業の挑戦や市民の活動を応援し、
都市の
52.8
51.7
49.2
新たな活力としてゆくことが、
本市の輝かしい未来に
42.8
34.9
つながるものと考えます。
0%
これまでの豊富な経験を活かし、未来に向けた確
年度 H15
H27
H19
H29
H24
かな歩みを進めてまいります。

私にしか
できないことがある。
東京オリンピック・パラリンピック（2020年）、
リニア中央新幹線開業（2027年）など、
大きな時代の変化を新たな飛躍のチャンスに変えます。
全国屈指の財政力を活かし、
本市の潜在能力と可能性を100％開花させます。

2018年東洋経済都市データパックより
安城市の活力度
全国3位／814市区
安城市の財政健全度
全国9位／814市区

健

康

環

アンフォーレオープン！
交流・賑わい創出

スポーツ施設の充実

主な実績について

境

経

あんくるバスの本格運
行開始

市民と協働によるごみ
減量

済

明祥、北部、榎前地区
に工業団地造成

デンパークのリニュー
アル

きずな

こども

消防団支援と機能別消防
団の創設

低年齢児保育・児童ク
ラブの受入拡充

文化センター・プラネ
タリウムリニューアル

子ども発 達 支 援 セン
ター開所

休日夜間急病診療体
制の充実

南桜井駅開設

南明治土地区画整理
事業

全中学 校 区に福 祉セ
ンター設置

第３子 以 降の学 校 給
食費無料化

高校生までインフルエ
ンザ予防接種補助

アグリライフ支援セン
ターオープン

安城ビジネスコンシェ
ルジュ開設

新美南吉をモチーフに
したまちづくり
市民交流センター設置

梨の里小開校、桜井小移転
病児・病後児保育の実施
少人数学級の充実・拡大

私の経歴

県立安城高校卒業
東京農業大学卒業

昭和62年............安城市議会議員初当選（28歳）
平成15年〜.........安城市長（44歳）
平成22年〜26年.. 愛知県農業共済組合連合会会長
平成23・24年...... 全国市長会副会長、愛知県市長会会長
平成25年〜30年..全国市長会財政委員会委員長

公式サイト

gaku-k.jp

討議資料

みらいが日本一元気なまちづくり！
市民のみらいを
元気に！

まちのみらいを
元気に！

産業のみらいを
元気に！

健康・福祉は元気の源

公民協創による未来投資

就労と豊かな生活の確保

市民が「健やか幸せ」に過ごせるよ
う、心と体を元気にして健康寿命を
延ばします。また、高齢者や子育て
ファミリーなど全ての世代が安心し
て生き生きと暮らし、社会で活躍でき
るよう
「地域で支え合い寄り添う」福
祉・子育て施策を推進します。

JR三河安城駅周辺では新たな都市開発を
図ると共に、まちの魅力を高めるため公民
連携の
「三河安城パワーアップ再生プロジェ
クト」
を推進します。JR安城駅周辺ではアン
フォーレを核とした公民連携の
「安城まちな
か賑わい創出プロジェクト」
を推進すると共
に、新たに駅近接地区の整備にも着手しま
す。また、名鉄新安城駅では駅舎の改築と合
わせて将来構想の検討、周辺地区の再開発
など新たなまちづくりに着手します。

農業の基盤整備を進めて生産性を
高め、シティプロモーションとタイ
アップした商 業 振 興を図るととも
に、ものづくり産業への各種支援に
より、地域経済を活性化します。ま
た、IoＴ、
ＡＩなど先端技術の導入によ
るイノベーションを誘発します。

facebook

つながる。はじまる。健 幸［ケン サ チ］のまち 、安 城 市

ケ ン サ チ

安城のみらいを元気にする

多世代ファミリー向け住宅取得・リフォーム支援制度
小中学校、市立幼稚園・保育園「快適環境」
リニューアル事業
デンパーク「魅力アップ」
リニューアル事業
身近な公園の「楽しさアップ」推進事業
郊外の田園集落「生活環境アップ」推進事業
「安全安心な地域づくり」推進事業
「シニアいきいき活躍」推進事業

健幸都市を
パワーアップ！

安城のみらいを元気にする

市民が「健やか幸せ」に過ごせるよう、
心と体を元気にして健康寿命を延ばします。

歩きたくなる健幸まちづくり

見る・楽しむ・参加するスポーツの促進

健やか市民生活を支援

待機児童ゼロ対策プロジェクト
三河安城・新安城パワーアップ再生プロジェクト
安城まちなか賑わい創出プロジェクト
地球温暖化対策プロジェクト
矢作川水害対策プロジェクト
新産業､起業･創業プロジェクト
若者活躍応援プロジェクト

水と緑のネットワーク、
遊歩道の整備
東京五輪をきっかけにしたスポーツへの参加推進
健康イベントの充実
ランニング・サイクリングができる環境整備
全国レベルの大会開催
生活習慣病予防の推進
ホコ天、
マルシェの拡大
エンターテインメントスポーツの誘致
国・県と連携した受動喫煙対策の強化

こどもの健やかな成長と夢の実現を応援するため、
子育て環境と教育環境を充実させます。

健康
Kenko

子育て支援充実による女性活躍社会へ

Kodomo

きずな

誰も

全ての世代が安心して生き生きと暮らせる
地域生活を支援します。

をしっかりつ
Ｋ
な
の

環境

が

安
る社
心し
て暮らせ

Kizuna

支え合い助け合う福祉のまち実現

社会保障事業の安定運営

地域包括ケアシステムの拡大
（障がい者、
子育て世代含む）
市民団体の活動支援、
サロン活動の充実支援

介護保険・国民健康保険等の安定運営
福祉医療の継続実施
（子ども医療等）

郷土の歴史と芸術に親しむ文化振興

（仮称）
本證寺史跡公園の整備
防災減災まちづくりの推進
上下水道等の都市インフラ耐震化の推進
歴史の散歩道の設置
災害時の避難所施設・備蓄品の充実、
住宅耐震改修補助 芸術に触れ楽しむ機会の充実
感震ブレーカー設置補助対象エリアの拡大
多文化共生社会の実現
消防団の活動支援の充実
テレビ電話通訳サービスの導入
ゲリラ豪雨対策の推進
ともに平和を願う市民意識の熟成
（水田貯留による洪水防止の推進など）
多文化共生サポーターの設置

経済
Keizai

行財政運営
新たな行財政改革の推進

ICT・AI・RPAによる一層の業務効率化
公有財産の適正管理・有効活用
公共施設ネーミングライツの導入
ふるさと納税の拡充
女性目線の市民サービスの検討、
実施

広域行政の推進

JR三河安城駅へのひかり・快速停車の実現
名古屋三河道路の早期事業化
広域防災連携の推進

犯罪や交通事故のない安心社会へ

持続可能な都市環境づくり

交通ネットワークの充実

自然環境の保全

地域、町内会と連携した生活環境の充実 持続可能なスマートタウン地区の研究
LED防犯灯の増設
省エネルギーの普及促進
防犯カメラ設置の支援
廃棄物エネルギーの利用研究

Kankyo

市民を市政の
“真ん中”に

こどもの知・徳・体を育てる施策の推進

読書環境の向上
（学校司書・図書情報館・学校図書館のネットワーク充実）
専門家、
プロフェッショナル、
地域人材との連携による教育の推進

５つ

こども

げ

小中学校への空調設置
児童クラブの小学校6年生までの完全実施
小中学校校舎・体育館等の改修促進
待機児童ゼロの保育環境の整備
（民間保育園の新設促進、
低年齢児の受け入れ拡大）
学校のバリアフリー化促進
（エレベータ設置等）
幼稚園への空調設置
幼稚園・保育園園舎のリニューアル
スクールアシスタントによる学習支援の充実
幼保連携型認定こども園の設置
ICT機器を有効活用した授業の推進
学校給食調理場の機能強化
（アレルギー対応、
地元農産物の利用促進)

会
に

学校教育の環境向上

暮らしの質を高め、未来につながる
持続可能なまちづくりを実施します。

良質な水を持続的に供給するための
あんくるバスの運行充実
矢作川水源の森の保全
豊田安城線の早期開通
（名鉄西尾線の高架化）
身近な公園の整備
主要道路の整備による渋滞解消
公園不足エリアに新公園整備
自転車安全利用の推進
老朽公園のリニューアル推進
自動運転・コネクテッド・ライドシェアの普及を バーベキュー場・ドッグランの整備検討
見据えた次世代都市交通システムの研究

IoT、AI等、先端技術等の活用により
農工商業の活性化を実現します。

産学公民連携による商工業の活力向上

主要駅とその周辺整備

新たな工業系用地の創設に向けた取り組み
中小企業の経営基盤の強化
女性が活躍できる環境づくりの支援
（女性活躍推進チームの創設、助成制度の検討）
消費増税時のプレミアム商品券の発行

JR安城駅前の公民連携土地活用
（オフィス、
ホテル、
商業施設等の誘致）
JR三河安城駅周辺の住宅地拡大・再整備
名鉄新安城駅周辺の再整備検討

行きたいまちへの魅力向上

起業・新技術開発の支援拠点の設置検討
企業マッチングによる市場ニーズへの対応と新商品の開発支援

アンフォーレを核にした都市活力の向上
デンパークの魅力アップリニューアル
若者が活躍できる環境整備
安城七夕まつりのプロモーション強化

起業・新技術開発への支援体制強化

地産地消とブランド化で元気な農業の推進
農産物の地産地消の推進、
海外販路の研究
ICTを活用したスマート農業の研究

